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◆コミュニテイ・スクール２期６年目がスタート

コミュニテイ・スクール（学校運営協議会制度）に指定
された浦里小学校は、今年２期６年目となります。４月１
２日（火）上田市教育委員会から、下記の 8 名に人事通知
書が交付され「平成 28 年度浦里小学校学校運営協議会」
が発足しました。
新体制のもと、充実した「コミュニテイ・スクール浦里

小学校」の活動を目指してまいりますので保護者、お助け
隊、地域住民の皆様の変わらぬご支援、ご協力をお願い申
し上げます。

＜浦里小学校学校運営協議会の構成メンバー＞ 敬称略・順不同

（氏 名） （備 考）

会 長 小 泉 強 元浦野自治会長 （浦 野）

副会長 若 林 武 重 浦野自治会長 （浦 野）

委 員 安 齋 理 江 学校医（歯科） （浦 野）

〃 井 澤 毅 会社役員 （越 戸）

〃 井 上 剛 本年度ＰＴＡ会長 （浦 野）

〃 草 野 美 智 子 本年度ＰＴＡ副会長 （藤ノ木）

〃 林 芳 彦 浦野南団地自治会長 （浦野南団地）

〃 柳 町 照 明 学校長

◇ 今後の学校運営協議会開催予定日のお知らせ
浦里小学校校長室において、毎回午後５時４５分から会議を行う予定です。

４月２７日（水） ６月８日（水） ７月２０日（水） ９月２１日（水）
１０月２６日（水） １２月１６日（水） ２月８日（水） ３月２２日（水）

◇お助け隊の活動が始まりました。
今年度も、延べ２００名（４／１２現在）の皆様に
お助け隊に登録していただきました。
４月１４日にコミュニティ三委員会が開かれ、協議

会、自治会長、分館長、ＰＴＡ役員、お助け隊隊長の
皆様と、学校職員が集い、今年度のの計画を立てました。遠足一緒に行き隊の皆様と、
４月17日に下見を行い、2１日に打ち合わせ会を行いました。今年度も様々な活動でお
世話になります。よろしくお願いします。

 

うらさと コミュニティ･スクールだより 

コミュニティ三委員会

浦里小学校のホームページのアクセス先

http://www.school.umic.jp/urasato/













◇ 次の一覧表は、今年度コミティー・スクール３委員会の構成です。委員会は各事業を推進し、

必要に応じて各委員会を開催し、情報交換をしながら、横の連帯を取ります。

平成２８年度 コミュニティ･スクール（委員会構成員） 平成28年4月 浦里小学校

委員会名 委員会構成委員 氏 名
学校運営協議会 林 芳彦

自然・環境 保護者委員 施設部（2） 林 秀直 水出 勉
コミュニティ 自治会長、分館長、自治会代表 鈴木 隆三 遠山 幹男 喜讀 英雄
委員会 コスモス咲かせ隊 水出 照子
（16名） 地域委員 庭木手入れ隊 喜讀 英雄

校庭手入れ隊 櫻井 彰人
花つくり隊 宮原 梅子
野菜・米つくり隊 小山 誉祐

学校委員 六川 力
瀧澤めぐみ
浦野 伸一

コミュニティ・スクール事務局 山﨑 俊子
学校運営協議会 井澤 毅 若林 武重

歴史・文化 保護者委員 総務・校外指導部（2） 西沢 健司 羽賀 信明
コミュニティ 地域委員 自治会長、分館長、自治会代表 若林 武重 井澤 良夫
委員会 歴史教え隊・地域めぐり隊 小山 和宏

記録残し隊 横島 淳
（15名） 東山道浦野宿勇太鼓 若林 武重

わら馬つくり隊 今井 紹夫
漬物つくり隊 向本 末子
ドッジボールガッツ隊 西澤 昭子
浦里学童野球 柴崎 和也

学校委員 田玉 徳明
高橋 洋輔

コミュニティ・スクール事務局 山﨑 俊子
学校運営協議会 安齋 理江 草野美智子

スクール 保護者委員 教養部（2） 平林 千春 浅倉 恭子
コミュニティ 学年PTA（2） 佐藤 有紀 丸山 里美
委員会 子育て委員会(2) 草野美智子 西澤 昭子
（24名） 人権啓発推進委員会(2) 井澤 誠 草野美智子

自治会長、分館長、自治会代表 松澤 博明 居鶴 勉
読み聞かせ隊(のはらっこ) 羽賀 杏子

地域委員 遠足いっしょに行き隊 齋藤 惇
子ども見守り隊 高野 弘
教科等支援ボランティア隊 中澤 清人
習字教え隊 林 昭宣
英語教え隊 安齋 理江
学校評価集計隊 今 佐津雄
クラブ教え隊 大井 篤

学校委員 中嶋 篤泰
竹内 さつき
三浦 恵子

コミュニティ・スクール事務局 山﨑 俊子

自然環境コミュニティ委員長 ： 小山 誉祐 副委員長： 宮原 梅子

歴史・文化コミュニティ委員長： 若林 武重 副委員長： 向本 末子
スクールコミュニティ委員長 ： 井澤 誠 副委員長： 中澤 清人

※学校運営協議会会長・PTA会長・学校長は特に所属しないで、各部会に出席して指導、助言を行う。

遠足打合せ会

お花見給食

安全にして下さった
正門からの道




























